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「（仮 称）西予 梼原風力 発電事業 に係る環 境影響評 価方法書 」に対す る
環境 の保全 の見地か らの知事 意見につ いて
こ の こ と に つ い て 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 81 号 ） 第 10 条 第 １ 項 及 び 電
気 事 業法 （ 昭和 39 年法 律 第 170 号） 第 46 条 の ７の 規 定に 基 づく 環 境の 保 全の 見 地か
ら の意見は 、下記 のとおり です。
記
本事業は 、電源 開発株式 会社が、 愛媛県西 予市及び 高知県高 岡郡梼原 町の行政 境界
付 近におい て、最 大で総出 力 163,400 ㎾の 風力発 電所を設 置するも のであり 、全国で
も 類を見な い規模 の風力発 電事業で あること から、影 響の予測 に際して は、土砂 災害
等 による生 活環境 や生態系 への影響 について 慎重に調 査をする とともに 、風車の 機種
及 び規模の 選定に 当たって は、土地 の形質変 更による 災害の防 止や環境 への影響 を踏
ま えて行っ てくだ さい。
また、本 事業計 画の検討 に当たっ ては、四 万十川の 保全と流 域の振興 を図り、 人と
自 然が共生 する循 環型の地 域社会を 創る目的 で制定し た「高知 県四万十 川の保全 及び
流 域の振興 に関す る基本条 例」（以下「 四万十川 条例」と いう。）第３条 の基本原 則及
び 第４条の 将来像 並びに第 ７条の事 業者の役 割等、四 万十川条 例の趣旨 を理解し てい
た だき、事 業活動 を行うこ とを求め ます。
特に、四 万十川 条例前文 に規定さ れている 「四万十 川と流域 の良好な 環境の恵 みを
受 けること は私た ちに与え られた権 利であり 、同時に 、それを 守ること は私たち に課
せ られた義 務であ る。」との認 識を持ち 、流域内 において 行う事業 活動に関 し、四 万
十 川の保全 及び流 域の振興 に事業者 自ら努め る必要が あること に留意を 求めます 。
さらに、 環境保 全の検討 に当たっ ては、専 門家等か らの助言 を踏まえ 、適切な 調
査 、予測及 び評価 を行うと ともに、 地域住民 等に本事 業の環境 影響評価 について 積極
的 に説明を 行う必 要があり ます。
特に、次 の各論 に示す事 項につい て適切に 環境影響 評価を実 施し、予 測される 影響
に 対しては 、事業 内容を十 分に精査 した上で 、環境影 響評価準 備書以降 の図書に その
経 緯を示し ていた だくよう 求めます 。
１

総括的 事項

（ １）関係 地域内 の住民や 団体等と の調整

今 後、環境 影響評価 手続きを 進めるに 当たって は、重要 な眺望地 点等か らの施
設 の眺めに ついては フォトモ ンタージ ュを活 用するな ど、地域 住民等に 対して事
業 の内容及 び環境影 響につい て、具体 的かつ 丁寧な説 明を行う こと。
ま た、住民 その他関 係者に必 要な情報 を提供し 理解を得 られるよ う努め るとと
も に、地域 住民等か らの意見 に十分配 慮した うえで事 業計画を 検討・策 定するこ
と。
（ ２）適切 な調査 、予測及 び評価の 実施
今後の 環境影響 評価手続 において は、最 新の知見 やデータ に基づき 、必要に 応
じて専門 家等から の助言を 踏まえた 適切な 調査、予 測及び評 価を行い 、生活環 境
や自然環 境への影 響を回避 又は極力 低減す ること。
また、 専門家等 から得た 助言や意 見につ いて、適 切に評価 し、計画 への反映 を
行うこと 。
その他 、得られ た調査結 果を可能 な限り 開示する こと。
（ ３）事業 計画等 の見直し
上記の ほか、２ により、 本事業の 実施に よる重大 な影響等 を回避又 は十分低 減
できない 場合は、 風力発電 施設等の 配置等 の再検討 、対象事 業実施区 域の見直 し
及び基数 の削減を 含む事業 計画の見 直しを 行うこと 。
（ ４）環境 保全措 置の検討
環境保 全措置の 検討に当 たっては 、環境 影響の回 避、低減 を優先的 に検討し 、
代償措置 を優先的 に検討し ないこと 。
２

個別的 事項

（ １）騒音 及び超 低周波音
ア

対象 事業実 施区域の 周辺には 、複数の 住居や施 設が存在 し、工事 の実施や 風力

発電施 設の稼 働等に伴 い発生す る騒音及 び超低周 波音によ る生活環 境への重 大な
影響が 懸念さ れること から、適 切に調査 、予測及 び評価を 行い、そ の結果を 踏ま
え、風 力発電 施設等の 住居や施 設からの 離隔又は 配置の検 討を行い 、騒音等 によ
る生活 環境へ の影響を 回避又は 極力低減 すること 。
イ

騒音 及び超 低周波音 による地 域住民の 心身への 影響を含 む生活環 境への影 響に

ついて 論文等 から幅広 く情報を 収集し、 最新の知 見に基づ き予測・ 評価を行 うこ
と。
ウ

地域 住民から 生活環境 への影響 を懸念す る声があ ることか ら、その 影響が 発生
した場 合に備え 、風力発 電施設の 設置前及 び供用開 始後に適 宜調査を 行い相 関関
係を示 すことが できるよ うに努め るほか、 供用開始 後に影響 が確認さ れた場 合の
対策に ついて検 討するこ と。

エ

こう した予 測・評価 や対策に ついて、 地域住民 等に対し て、科学 的な根拠 や先

行事例 も活用 し、適切 かつ具体 的な説明 を丁寧に 行うこと 。

（ ２）風車 の影
対象 事業実施 区域の周 辺には、 複数の住 居や施設 が存在し 、風力発 電施設 の稼
働に伴 い発生す る風車の 影による 生活環境 への重大 な影響が 懸念され ること か
ら、適 切に調査 、予測及 び評価を 行い、そ の結果を 踏まえ、 風力発電 施設の 配置
及び住 居や施設 の位置や 標高に留 意し、風 車の影に よる生活 環境への 影響を 回避
又は極 力低減す ること。
（ ３）水環 境
ア

対象 事業実 施区域及 びその周 辺は、四 万十川源 流域にあ たり、工 事中にお ける

水質や 水量の 変化など の水環境 への影響 が懸念さ れる。こ のため、 河川や沢 筋へ
の影響 につい て適切に 調査、予 測及び評 価すると ともに、 水環境へ の影響の 回避
又は低 減に努 めること 。
また 、供用開 始後の水 質への影 響が予測 される 場合には 、その影 響につい て適
切に調 査、予測 及び評価 を行い、 環境保全 措置を検 討すると ともに、 影響の 回避
又は低 減に努め 、その内 容を準備 書に記載 すること 。
イ

対象 事業実施 区域内及 びその周 辺には、 水源かん 養保安林 が多数存 在して いる
ため、 工事の実 施に当た っては、 土地の形 質の変更 や森林伐 採面積の 最小化 等を
行うよ う努める こと。

ウ

対象 事業実施 区域及び その周辺 に、簡易 水道等の 水源が存 在してい るため 、工
事の実 施による 濁水の流 入によっ て地域住 民の生活 環境及び 生態系に 影響を 与え
る恐れ があるこ とから、 工事の実 施に当た っては、 土工量の 抑制、雨 水の分 散排
水、緑 化や沈砂 池の設置 等による 濁水の抑 制などの 環境保全 措置を講 じ、水 環境
への影 響を回避 又は極力 低減し、 流末河川 への雨水 の流入量 の変化や 著しい 濁り
の発生 、濁りの 長期化が 生じない よう配慮 すること 。

（ ４）動物
ア

対象 事業実施 区域及び その周辺 では、希少猛 禽類であ るクマタ カの生息 やサシバ
の渡り 等が確認 されてい るほか、国指定 の天然記 念物のヤ マネ、県指定の 天然記念
物であ り県鳥で もあるヤ イロチョ ウが生息 している 可能性が ある。そのため 、工事
の実施 や風力発 電施設の 稼働等に 伴い、こうし た野生動 物の生息 地の消失 やバード
ストラ イク等の 影響が懸 念される。風力 発電施設 の配置等 の検討に 当たって は、専
門家等 からの助 言を踏ま えた更な る適切な 調査、予測及び 評価を行 い、そ の結果を
踏まえ、環境 保全措置 を講ずる ことによ り、動 物への影 響を回避 又は極力 低減する
こと。

イ

対象事業実施区域及びその周辺の水場は野生動物にとって貴重な場所であるた
め、現 地調査 の際には 存在場所 の把握に 努め、風力発電 施設又は 附帯する 道路の整
備等に 伴う土地 の改変に よる影響 を回避、 低減する よう配慮 すること 。

ウ

対象 事業実施 区域及び その周辺 の希少な 在来種に ついて、地域 住民や専 門家にヒ
アリン グ等を行 い、現地の状 況を把握 するこ と。また、得られ た結果に 基づき、在
来種へ の影響に ついて調 査、予測及 び評価を 行うとと もに、環境保全 措置を検 討し、

その影 響を回避 又は低減 するよう 努めるこ と。
エ

四国 カルスト において 希少なコ ウモリの 生息が確 認されて いるため 、専門 家へ
のヒア リング等 を行った うえで、 調査、予 測及び評 価方法を 検討し、 その影 響を
回避又 は低減す ること。

オ

風力 発電機の 機種の選 定におい ては、当 該地域の 鳥類及び コウモリ 類等へ 影響
が無い よう、カ ットイン 風速及び フェザリ ング等の 機能につ いて検討 し、バ ード
ストラ イク等の 影響を回 避又は低 減するこ と。

カ

調査 の手法に おいては 、図書に 記載され ている調 査の手法 のみなら ず、他 の事
例での 調査手法 を参考に し、渡り 鳥のルー ト等につ いて、よ り詳細な データ が得
られる ように努 めること 。

（ ５）植物
ア

対象 事業実施 区域及び その周辺 において 、県指定 希少野生 動植物種 である マイ
ヅルテン ナンショ ウなどの 希少な種 が確認 された場 合は、そ れらの種 への影響 に
ついて、 安易に代 償措置を 取ること なく、 関係機関 と協議の うえ、保 護のため の
措置を講 じ、その 影響を回 避又は極 力低減 すること 。

イ

対象 事業実施 区域及び その周辺 の地域特 性に応じ た植生及 び生育環 境につ いて
勘案する とともに 、当該地 域におけ る植物 への影響 について 最新の知 見及び文 献
に基づき 調査、予 測及び評 価を行う こと。

ウ

工事 終了後に は、速や かに緑化 を行うと ともに、 緑化に用 いる種は 在来種 に限
定するな ど、当該 地域の生 息環境へ の影響 を回避又 は低減す ること。

（ ６）景観
対象事業 実施区 域には、 重要文化 的景観「 四万十川 流域の文 化的景観 ～上流域
の山村と 棚田～」 の追加選 定の予定 地が含 まれてい るため、 今後の手 続におい て
は、梼原 町と十分 に調整を 行うこと 。
（ ７）人と 自然と の触れ合 いの活動 の場
対象事業 実施区 域の周辺 には、セラ ピーロ ードとし て認定さ れている「 OAAO ロ
ード」が存在 するた め、当該 地域の景 観等の 影響につ いて、調査、予測及 び評価す
るととも に、影響 が懸念さ れる場合 は、そ の影響に ついて回 避又は低 減するこ と。
また、環 境保全措 置の検討 に当たっ ては、人 と自然と の触れ合 いの活動 の場の設
置者又は 管理者、 利用者、 地域住民 及び関 係自治体 等の意見 を踏まえ ること。
（ ８）その 他
ア

対象 事業実施 区域は地 質構造が 複雑で崩 壊しやす い地質で あるため 、ボ ーリング
等の地 質調査を 行ったう えで、風力発電 施設や 附帯する 道路の工 事中及び 供用開始
後にお ける山腹 等の崩壊、浸食 などによ る土砂 の流出や 濁水の発 生の防止 について 、
適切な 対策を検 討するこ と。

イ

対象 事業実施 区域及び その周辺 には、埋 蔵文化財 包蔵地の「皿ヶ 森城跡」及び「津

野勝興 墓所及び 居城跡」が存在 するため、事業計 画の検討 に当たっ ては、関係機関
（高知 県文化財 課及び梼 原町教育 委員会）と調整 を行い、必要に 応じて規 定の手続
きを行 うこと。
ウ

対象 事業実施 区域には 梼原町指 定史跡の 「竜王宮 （海津見 神社）の 鳥居石 ぐ
ち」が 存在する ため、工 事の実施 及び供用 開始後に おける影 響を確実 に回避 又は
十分低 減するよ う検討す ること。
また 、風力発 電施設の 設置又は 附帯する 道路の整 備等によ り、当該 史跡に おい
て土地の 崩落等の 影響が発 生しない よう十 分に留意 すること 。

